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フォロー、いいね
お願いします♪
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地域福祉事業にご協力ありがとうございます
〜令和4年度法人会員の皆様です〜〜令和4年度法人会員の皆様です〜

　袖ケ浦市社会福祉協議会は、「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を目
指して、さまざまな福祉サービスを行っています。事業を実施する費用は、皆様からの寄付金や赤い羽根共同募金配分金、補助金に加
えて、市政協力員を通じて皆様にお願いしております会費や事業所様からの法人会費を財源としております。地域福祉充実のため、今
後ともご支援をお願いいたします。
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　自分の住んでいる地域のために地域の
仲間（住民）とともに地域に必要なことを
考え、活動をしていく団体です。
　袖ケ浦市内には、「昭和地区」「長浦地
区」「蔵波地区」「根形地区」「平岡地区」
「中富地区」社会福祉協議会があり、民生
委員児童委員を始めとする制度ボランティ
ア、自治会、社会福祉関係者、地域住民の
方々等で地域福祉の活動に取り組んでいま
す。

　ひとり暮らし高齢者等見守り訪問事業・
地区社協主催のサロン活動・地域の子ども
と大人の交流を目的とした「わくわくチャレ
ンジ・なごやか交流会」・敬老会など
※事業内容については、各地区社協により
異なります。

　11月20日（日）、袖ケ浦市民会館にて第14回袖ケ浦市地域福祉フェスタが開催されました。
　表彰式典では、袖ケ浦市の地域福祉推進のために貢献された方々への表彰や地域ぐるみ福祉推進標語で入賞された方々への
表彰が行われました。その後、蔵波中学校音楽部・袖ヶ浦高校吹奏楽部の演奏、東洋大学社会学部　加山教授による「住民が主
役の地域づくり」をテーマとした講演会が行われました。
　また、それ以外にも袖ケ浦市内にある施設が模擬店を出店、スナッグゴルフやたけぽっくりで遊んだり、各団体のPRや蔵波小
学校児童の作品が展示され、多くの方に福祉に触れていただくことができました。
　来年度も市民の皆様に福祉に触れていただき、楽しんでいただける地域福祉フェスタを計画しますので、皆様のご来場をお待ち
しております。

　「地域のために活動したいなぁ。ボランティア活動をしたいなぁ」
などお考えの方、是非、お気軽にお問い合わせください！！
　地区社協の活動などについて詳細をご説明させていただきます。
　お電話お待ちしております！！

【問合せ】地域福祉係

〜自治会や各種団体の方々のご協力をお願いします〜

地区社協イメージ図

⇒ みんなで支え合う地域福祉顔の見える関係づくり

地区社会福祉協議会地区社会福祉協議会ををご存知ですか？ご存知ですか？

第14回

地区社会福祉協議会とは

主な地区社協事業内容 地区社協で一緒に活動をして下さる方を
募集しております !!

吉岡　眞史
永年勤続民生委員・児童委員表彰
全国民生委員・児童委員連合会会長表彰（敬称略）

社会福祉施設・団体関係役職員功労
千葉県社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）

池田　　稔
長谷川　浩子

今井　恵美子
市川　章子

伊藤　麻紀子

下根岸区
共同募金優良地区
千葉県共同募金会会長表彰（敬称略）

千葉県民生委員児童委員協議会会長表彰（順不同・敬称略）

多田　信子
松野　隆雄
鷹尾　邦子
長嶋　幸美
関　　　茂
柳瀬　芳枝
五十嵐　昭
市原　義雄

黒木　由久
安田　健博
飯塚　千鶴子
濱中　かをる
永野　　博
小林　　誠
服部　俊郎
佐久間　曉

杉山　峰生
花田　　勝
後村　利雄
小林　芳昭
大坪　好夫
笠原　宏久
今関　耕一
三好　尚子

感王寺　敏子
齋藤　眞理子
前田　匡子
榎本　明美
森　　幸江

多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました。
袖ケ浦市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）

袖ケ浦市社会福祉協議会会長感謝状
（順不同・敬称略）
多額のご寄附を賜りました。
日本製鉄㈱東日本製鉄所君津地区きみつ会
㈲保険工房　星野光春
袖ケ浦ワークスリサイクル会
出光千葉陸上輸送協力会
X-Elio�Japan㈱
神納一区シニアクラブ

優秀賞
岩澤　蓮人� （根形小学校4年生）
手島　陽夏子� （昭和小学校5年生）�
伊藤　弥那� （根形小学校6年生）　
入選賞
平野　萌絵� （昭和小学校4年生）
古川　　想� （蔵波小学校4年生）
塩川　佳穂� （根形小学校4年生）
福田　紗良� （奈良輪小学校5年生）
三澤　志穏� （蔵波小学校5年生）　�
内海　郁香� （中川小学校5年生）　
笈川　昇陽� （蔵波小学校6年生）　
藤野　芹菜� （蔵波小学校6年生）　
替　はんな� （平岡小学校6年生）　

地域ぐるみ福祉推進標語入賞者（順不同・敬称略）

袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催 !!袖ケ浦市地域福祉フェスタ開催 !!

永年勤続表彰
石井　美喜男
後藤　秀美

吉岡　眞史
庄嶋　敏樹

廣田　常三
髙野　隆晃

苅谷　文介
小林　清子
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ボランティア
（個人・団体） 民生委員・児童委員

商店・企業 社会福祉施設関係者

学校 地区社協 地域団体

自治会・住民

公民館



　平岡地区では５会場で高齢者サロンを実施しています。本年１月には新型コロナ感染
者が爆発的に増加したため２月より急きょ中止していましたが、治まりかけてきた４月よ
りサロンは再開し、万全な対策をした中で継続しています。
　６月に予定していました一人暮らし高齢者見守り訪問対象者のお楽しみ昼食会は参加
者が少なかったため中止し、手作り弁当を配布しました。
　９月19日（祝・月）には平岡公民館で３年ぶりに敬老会を実施しました。危ぶまれた
天候で参加者は少なかったが、出演者の熱演により大盛況で終わりました。尚、参加者
には平岡小学校の児童のみなさんからいただいたお手紙を渡しました。
　11月９日（水）にはバスハイクを企画し、参加者は道の駅保田小で学校をなつかしい気持ちで見学していただき、マザー
牧場ではシープショーやアヒルの大行進等楽しんでもらいました。
　今年もあと僅かになりました。コロナ感染の他にインフルエンザ感染の対策にも十分な配慮をしながら事業を進めてま
いります。

　相談は、「予約不要」で「無料」です。相談内容
等については、「秘密を厳守」いたしますので心
配ごと、悩みごとがありましたらご相談ください。

日　　時 会　　場

12月8日（木）
13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

12月15日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

12月22日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

日　　時 会　　場

1月12日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

1月19日（木）
13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

1月26日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

12月〜1月の心配ごと相談日

※ 受付は15時30分までです。状況によっては中止となる
場合があります。

※ 最新の情報はお問合せください。
�【問合せ】地域福祉係

心配ごと相談所のご案内

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
平岡地区平岡地区

　９月23日（祝・金）に、市民後見人養成講座の開講式を
行い、基礎研修がスタートしました。基礎研修では、「成年
後見制度」や「高齢者・認知症の理解」、「市民後見人とし
て活動している方のお話」をお聞きするなど、様々な講義
を行いました。
　受講生からは、講師の方へ活発な質問がありました。基
礎研修後、実践研修へと取り組んでいきます。

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、袖ケ浦市と連携し、「成年後見制
度の地域連携ネットワークの中核機関」として、成年後見制度を多く
の方に知っていただくため、様々な取組みを行っています。
　その取組みの一つとして、福祉や法律、医療等の専門職と連携し、
制度を必要な方が必要な支援を受けられるよう、地域連携づくりを
推進するため、弁護士や司法書士、社会福祉士、医師、金融機関、
民生委員などを構成員とする「第１回袖ケ浦市権利擁護推進会議」を
11 月10日（木）に開催しました。会議にはオブザーバーとして、
千葉家庭裁判所の方をお招きしました。
【問合せ】権利擁護係　☎0438-63-3891

地区社会福祉協議会などの団体事務をしていただける方を募集しています。
勤務日：月～金曜日８時３０分～１７時１５分　　休　日：土・日・祝日・年末年始
賃　金：月額　基本給（160,100 円）＋時間外手当＋交通費　　その他：社会保険加入　賞与有り　　【問合せ】庶務係

９月23日（祝・金）開講式の様子 研修3日目10月22日（土）の様子
「高齢者・認知症の理解」
講師：袖ケ浦さつき台病院
認知症疾患医療センター長

細井 尚人 氏

第１回 袖ケ浦市市民後見人養成講座 
基礎研修を実施しています。

嘱託職員募集

バスハイクバスハイク

第１回袖ケ浦市権利擁護推進会議を開催しました。第１回袖ケ浦市権利擁護推進会議を開催しました。

会議では、権利擁護支援の取組みなどについて、会議では、権利擁護支援の取組みなどについて、
様々な意見交換を行いました。様々な意見交換を行いました。

敬老会敬老会
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移送サービスボランティアとは･･･
　一般の交通手段では病院などに行く事が困難な高
齢者や障がいの方を病院などに送迎する「ボランティ
ア」です。

　今回の交流会では交通安全教室を開催します。その後、
ボランティア同士の情報交換や体験談を語り合い交流を
深めたいと思います。移送サービスボランティアに興味の
ある方はぜひこの機会にご参加ください。

日　時：令和5年２月16日（木）10時〜11時30分
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
対　象：�移送サービスボランティアに興味のある方、現在活

動されている方
内　容：移送サービスボランティアの情報交換や意見交換

袖ケ浦市の防災安全課職員による「交通安全教室」
定　員：20名程度　　参加費：無料
その他：マスク着用にてご参加ください。
申込期限：令和5年１月31日(火)　【申込・問合せ】地域支援係

袖ケ浦市ボランティアセンター
（社会福祉協議会内）
☎0438ｰ63ｰ3988（直通）
FAX 0438ｰ63ｰ0825

ああ
まま
つつ
れれボランティア

時田菊男　松永敬一　田中雪夫　川村しづ子　今関しげ子　鈴木恒久　宮﨑希來　上嶋晃太・駿太　柳瀬芳枝　
友田和美　在原新造　吉崎和也　諸見里義　石渡美紀子　髙橋萌々花　桐谷善幸　深谷玲音　髙橋勲
椎の木グループ　SUNSMILEプロジェクト　蔵波学童保育所つくしんぼクラブ
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　神納箕和田有志　袖ケ浦市役所　蔵波台若草東自治会
長浦マンドリンアンサンブル　袖ケ浦教習所　デイサービスおとの里　シルバー寄合所「きらく」
健康麻雀あじさい　堂谷区　袖ケ浦地区更生保護女性会　百目木公園管理組合　臨海スポーツセンター
袖ケ浦菜の花苑　カトレアンホーム　GGさつき会　東京都千葉福祉園　富友会　手話サークル「めだかの会」　
老人福祉会館　NPO法人ぽぴあ　㈱黒田不動産鑑定　社会医療法人社団さつき会袖ケ浦さつき台病院
蔵波台つくも会　袖ケ浦市赤十字奉仕団　神納一区出津分区３班B
イトー鍼灸院・イトー整骨院・ストレッチ鍼灸院　関自動車　東京ドイツ村　入道雲
匿名23名

諸見里義　中山朝子　岡田喜美　
斎藤澄江　ひらおかサステラス
東洋羽毛　ろんろん　匿名３6名

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付、協力ありがとうございます

移送サービスボランティア交流会を開催します!!

皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：令和4年9月16日〜11月15日

*現在プルタブの回収は行っておりません

【寄付金】
団体（順不同・敬称略） 金額（円）

袖ケ浦地区貸衣裳運営委員会 1,894,159
富友会 10,000
カラオケ睦会 11,818
袖ヶ浦福祉センター更生園保護者会 40,000
匿名（5件） 28,990

合　計 1,984,967

【食品寄附】（R4.9.19〜10.31）
（順不同・敬称略）

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

やれること　きっとあるはず　自分にも

支え合い　地域の絆　笑顔の輪

根形小学校　４年生　岩澤　蓮人

昭和小学校　５年生　手島　陽夏子

優秀賞地域ぐるみ福祉推進標語

　この講座では、災害ボランティア活動を行う上で必要な心
構えを理解し、活動中に安全で被災者に寄り添った活動を
行うためのポイントを学ぶことで災害ボランティアとして活
動することができる方を養成することを目的としています。
日　時：令和５年１月24日（火）　13時30分〜15時15分
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
講　師：一般社団法人ピースポート災害支援センター職員 
対象者：災害ボランティアに関心のある方

袖ケ浦市災害ボランティア協力者登録制度におけ
る登録者 

定　員：15名（先着順）　　受講料：無料
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：令和５年１月13日（金）
申　込：Googleフォーム（QRコード）または

お電話でお申し込みください。
�【問合せ】ボランティアセンター

日　時：12月15日（木）　14時00分〜15時45分
場　所：長浦おかのうえ図書館　視聴覚室
内　容：�東京2020オリンピック・パラリンピックのボラン

ティア活動から学ぼう！
講　師：千葉県環境生活部県民生活課職員 
対象者：市内在住、在勤でボランティア活動に興味のある方

市内で活動している個人ボランティア・ボランティア
グループで活動している方
袖ケ浦市ボランティア連絡協議会加盟団体で活動
している方 

定　員：40名（先着順）　　受講料：無料
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：12月２日（金）
申　込：Googleフォーム（QRコード）または

お電話でお申し込みください。
�【問合せ】ボランティアセンター

参加者募集 !! 参加者募集 !!

 災害ボランティア講座（基礎編）を
開催します！！

ゆりりぃのボランティア講座を
開催します！！

申込
QRコード

申込
QRコード

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

広
告
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